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681. 辻邦生『夏の砦』からの招き 

今日も一日が終わった。今はまだ冬なのか、春がやってきたのか、それすらもわからない。なぜなら、

今日は一日中書斎にこもり、窓から見える景色を忘れて自分の仕事に熱中していたからである。読

むことと書くことで構成される生活。この二つの活動を中心にした生活が延々と繰り返される日々を

過ごしている。このような生き方を推し進めることに対して、時に迷い、時に不安になり、時に焦りの

ようなものが生まれてくる。だが、それでも私は読むことと書くことを進めていかなければならない。 

私は読むことと書くことでしか、日々の生活を形作っていくことができない人間なのだと知る。それを

知った時、諦念にも似た感情がどこからともなく滲み出す。数日前、狂気さを超えた狂気さが欲しい

と思った。こうした思いも、人間が持つ欲望の一つなのだろうか。 

とにかく、狂気さを超えた狂気さの中で、活動と完全な一致を果たし、その一致の中でひたすらに

仕事に打ち込みたいのだ。ここにあるのはやはり、足りないものを埋めようとする欠乏感だろうか。自

分には狂気さが依然として欠けている、そのようなことを思わずにはいられない。「発狂」というのは、

狂気さに飲まれた故に引き起こされる現象だと思う。 

狂気さに飲まれるのではなく、狂気さを飲み込む形で、狂気さを超えたいと強く願う。これができな

ければ、残りの人生を全て懸けて自分の仕事に打ち込むことなどできないだろうし、生涯を通じた

創作行為を継続させていくことなど土台不可能な話だと思うのだ。そのようなことを思いながら、夕

方まで仕事に熱中していた。 

仕事がひと段落したところで私は、辻邦生先生の『愛、生きる喜び』の続きを読むことにした。時を

忘れたままこの書籍を読みふけっており、あるところでふと、「自分は『夏の砦』を読まなければなら

ない」という衝迫的な思いに苛まれた。その瞬間、私はこの本を読んでいないにもかかわらず、感情

が生まれる底の底から、こみ上げてくるものがあった。 

『夏の砦』という作品は、知人に勧めてもらったものであり、一昨年日本に滞在していた時に購入し

ていたものである。しかし、当時の私は、その小説を読むことなく、表紙をただ眺めるだけであった。

この小説は、今から50年ほど前に出版されたものだ。小説を購入した時の作品解説を思い出した

時、主人公は確か北欧で生活をしているという状況設定だったような記憶が蘇ってきた。 
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その記憶から、「この夏、自分は北欧に行く必要がある」という思いと重なるものがあった。これは単

なる偶然の一致かもしれないし、「北欧」というのは単なる小さな共通事項に過ぎないかもしれない。

それでも私は、この作品と自分を結びつける物語を自分の中で見出したことは間違いない。 

『夏の砦』という作品には、自分にとって大切な何かがあるにちがいない。そして、北欧には、自分

にとって大切な何かがあるにちがいない。そんなことを思わずにはいられなかったのだ。2017/1/24 

 【追記】 

読むことと書くことに関して、この日記で書かれているような迷いや焦りはもはや全くなくなっている

ことに気づく。むしろこの日記を読み返してみたときに、一年前の自分がそのような思いを持ってい

たことに驚かされるぐらいだ。しかし依然として、日々が読むことと書くことで構成されていることは確

かであり、この組成のあり方が自分の人生において極めて大切であることは変わりがない。フローニ

ンゲン：2018/4/12（木）10:11 

682. 組織のリーダー 

そういえば数日前に、リーダーの存在について考えさせられるような出来事があった。記憶が残っ

ているうちに、その話題について雑感を書き留めておきたい。その日は、午後の仕事にある程度取

り組んだ後、書斎の窓から景色を眺めた時、窓ガラスにぶつかりそうなほど近くに飛ぶ鳥たちの姿

を確認した。白いカモメが何羽か窓のすぐそばを通り過ぎていくのを見たのである。  

そして、視点を近くから遠くに移すと、V字型で飛ぶ鳥の一群を発見した。そこにはリーダー役の鳥

はおらず、それにもかかわらず、一つの大きな集団として目的地に向かって力強く飛んでいた。こ

れは、複雑性科学の世界では「自己組織化」と呼ばれる現象である。つまり、ここでは、リーダーが

存在しなくても、全てのメンバーが自律的な振る舞いをすることによって、自発的に機能する組織の

形態を生み出していたのである。  

そこから、先日読んでいたダイナミックネットワーク理論に関する、一つの論点を思い出していた。

それは、自己組織化したネットワークは非常に強い強度を持つという論点である。要するに、自律

的な振る舞いをする一つの要素がノード（結節点）となり、それらが相互作用することによって生み

出されたネットワークは、仮にノードのどこかが崩れても、全体に与える影響はそれほど大きくなく、
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ノードの崩れを補うかのように組織全体が修復され、結果として再び元の姿に戻るという特徴を持

つのだ。  

そこから思うに、全てのメンバーが自律的な振る舞いをすることができるのであれば、その組織には

リーダーなどいらないのではないか、という考えが浮かんだ。もちろん現実的には、全てのメンバー

が自律的な人財であることは難しいかもしれないだろうし、タスクやプロジェクトによってはリーダー

役を仮に設定しておく必要などはあるだろう。  

しかし、一人のリーダーに依存する組織は、ひとたびそのリーダーが機能不全に陥ったり、不在に

なったりすると、突如として組織全体の機能が著しく低下する。最悪の場合には、崩壊の方向へ向

かい始めることもあるだろう。V字型で飛ぶ鳥の一群を見ながら、強いリーダーシップを持つ人間を

希求する社会の風潮に相容れない考え方が湧いてきた。思うに、社会や組織の構成員が未成熟

であり、彼らが自律的な振る舞いをすることができない場合に強いリーダーが必要になるのではな

いだろうか。  

皮肉にも、強固なリーダーがいる組織ほど、リーダーが突如として機能しなくなると、それが即座に

全体の歪みにつながるため、組織としての強度は脆弱なのだ。目を通していたダイナミックネットワー

ク理論に関する専門書にそのようなことを考えさせてくれる概念が紹介されており、大変興味深い

内容だと思った。ダイナミックシステム理論やダイナミックネットワーク理論を中心に、複雑性科学の

観点と発達理論の観点から、組織におけるリーダーシップについてさらに考えを深めていきたいと

思う。2017/1/25  

683. 滑稽な夢と叡智 

昨夜は、非常に滑稽な夢を見た。先日の日記に書き留めたように、私は今週の金曜日に親知らず

（wisdom tooth）を抜くことになっている。オランダ人の歯科医の知識や技術を知らないものだから、

最初は歯医者に行くのがためらわれた。しかし、そうは言っていられないほど、食べ物を噛む際に

奥歯が使えないぐらいの違和感を生じるようになっていたのである。  

先日、私は初めてオランダの歯医者に行き、担当医と話をしていた。会話の文脈から、「親知らず」

が “wisdom tooth”という英単語であることをその時初めて知った。上の親知らずを二本抜くことを
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勧められた時、世間一般に言われているように、親知らずを抜くことの痛みに対して懸念をしていた。

当然、親知らずを抜く際は麻酔がかかっているので痛みはないということであるが、抜いた後の数

日間の状態について懸念があったのだ。  

実はそうした痛みに対する懸念よりも大きなものが、私の脳裏に潜んでいた。それは、wisdom tooth

を抜いてしまったら、自分の手から叡智がこぼれてしまうのではないか、というものであった。あるい

は、wisdom toothを抜くことによって、今後一生、叡智を獲得することができないのではないか、とい

う底知れぬ恐れであった。理性を活用してみれば、これは非常に馬鹿げた恐れであり、神話的な発

想に依拠したものであるが、そのような恐れを私が感じていたのは確かなのである。  

親知らずを抜く日は明後日に迫っており、昨日突如として、その懸念が夢の中で形となって現れた。

二本の親知らずを抜くことに関して、夢の中の自分も恐れを感じているようであった。結局今朝は、

その恐れによって起こされる形となったが、親知らずの抜き方に関心があったためだろうか、その夢

の中で、親知らずを抜く方法をヴィジュアルで掴むことができた。現在の時刻は夕方であるが、その

ヴィジュアルイメージが今でも脳裏に焼き付いている。  

おそらく、その抜き方は正しいものではないと思うが、そのようなイメージが知覚されたということ、そ

して、そのイメージがまだ鮮明に残っていることが興味深かった。それにしても、今の私はなぜそれ

ほどまでに叡智を獲得することに執着しているのだろうか、と思わずにはいられない。2017/1/25  

684. 個性のある知識体系 

今朝は親知らずを抜くことに関する夢によって起こされたため、あまり目覚めが良いものだとは言え

なかった。気分を変える意味も兼ねて、今日は午前中から午後にかけて、フローニンゲン大学が主

宰する教育に関する研究と実践をテーマにしたプレゼンテーションとワークショップに参加した。具

体的に私が参加したのは、「インクルージョン教育」に関するプレゼンテーションと、「MOOCを活用

したオンライン学習」と「チーム学習」に関する二つのワークショップである。それら三つの項目につ

いては、いろいろと考えさせられることがあり、今後折を見て、自分が考えたことを書き留めておきた

いと思う。  
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記憶に残っている範囲で、自分が考えを深めたいと思った論点を概念化してみると、「多様性と思

考の柔軟性」「演繹的なアイデンティティの形成と帰納的なアイデンティティの形成」「植民地化を促

し得るMOOCの危険性」「教育格差の拡大を生み出し得るMOOCの危険性」「成人教育におけるチー

ム学習の応用方法」などが挙げられる。  

今回のプレゼンテーションやワークショップに参加しなければ、これらの項目は思いつかないような

ものであったため、新しい知識と観点を得ることができ、それには非常に満足している。そこから私

が考えていたのは、知識の幅と深度の問題と知識の体系化の問題である。これは数日前にふと思っ

たことなのだが、幅を広げようとして接した知識は、結局自分の知識の幅を広げることには繋がらず、

ある時からそのような意識で知識と向き合うことをやめた自分がいることに気づいた。  

今の私は、知識の幅を広げようとするような意図は一切ないと言える。ただし、点としての知識をより

深めていこうとする意識は極めて強いと言えるだろう。知識の幅を広げることを目的として知識と接

することが浅薄な営みであると思ったのは、知識というものはそもそも、深さから幅が生まれるという

ことを経験的に知ったからだろう。つまり、一つの知識項目を深めていった結果として、点が徐々に

周辺に大きさを拡大していき、それが知識の幅を生むということである。  

私は、いつも自分の探究分野は極めて狭いと思っている。研究者や実務家としての関心は、結局

のところ、「人間はどのように成長・発達し、どのように成長・発達を育むことができるのか？」という

一つの問いに集約されてしまう。それぐらい、私の関心は狭いのだ。だが、そうした狭い関心を掘り

下げていく過程で、結果として幅の広い知識が獲得されつつあることに気づく。例えば現在である

と、人間の複雑な発達プロセスを研究するためには、複雑性科学の知識が必須であり、特に応用

数学のダイナミックシステム理論に関する知識が不可欠となる。  

ひとたびダイナミックシステム理論の世界に足を踏み入れてみると、そこから派生して、情報理論や

物理学の論文を読んでいる自分がいるのだ。また、知性や能力の構成要素は無数に存在しており、

幾つかの重要な構成要素が相互作用するプロセスやメカニズムを掴むために、社会学のネットワー

ク理論に関する論文にも目を通す自分がいる。  
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そして、実務家として、それらの科学的知見を人財開発や組織開発にどのように活用していけばい

いのかについて考えるために、産業組織心理学や臨床心理学の論文にも自然と目を通している。

正直なところ、そうした幅の広い知識を獲得しようと思ったことはなく、結果としてそうした知識を獲

得しつつある自分がいるということなのだ。  

そもそも出発点は、一点である。要するに、「人間はどのように成長・発達し、どのように成長・発達

を育むことができるのか？」という一つの問いを起点に据えた結果として、知識の幅が偶然ながら拡

がっているということである。ここから改めて、幅を優先させて知識と向き合うことは、あまり歓迎でき

るものではないと思う。重要なのは、一つのテーマを大切にすることにあるだろう。  

ある意味、一つのテーマへの没入が知識の深さを生み出し、結果として知識の幅を広げてくれるの

だと思うのだ。そして、一つのテーマを深めていくことは、結果として自分の独自な知識体系を生み

出すのだと思う。どうも私には、こうして生み出された知識こそが、個性のある知識体系と呼ぶにふ

さわしいものに思えて仕方ない。  

書斎の窓から日が沈みかかった空を見上げると、薄いオレンジ色を放った飛行機雲が十字架のよ

うにクロスしていた。私は、二つの飛行機雲が交差した一つの点を注意深く見つめていた。2017/1/

25  

685. 査読付き論文の執筆へ向けて 

今朝自宅を出発しようとした時に、玄関に一通の封筒が届いていた。送り主を確認してみると、その

封筒は、四月にザルツブルグで開催される非線形ダイナミクスに関する学術会議を主宰する学会

から送られてきたものであった。ちょうど先日も、この学会から2017年の最新のジャーナルが私の住

所宛に届けられていた。現在、手元には目を通しておきたいと思う論文が書斎の机の上に山積み

になっている。 

そのため、まだこのジャーナルを真剣に読んでいないのだが、ざっと中身を確認してみたところ、や

はり掲載されている論文がどれも面白い。この学会はそもそも、非線形ダイナミクスの知見を心理学

のみならず、多様な学術領域に適用することを意図しているため、ジャーナルに掲載されている領

域も多岐にわたる。そのため、領域それ自体は私の関心と全く関係のないものもあるが、非線形ダ
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イナミクスの手法を活用するという大きな共通項があるため、どの論文を読んでも得ることが多いの

だ。本日届けられた封筒を開けてみると、その中には、2016年に刊行されたニュースレターが小冊

子の形式で三冊ほど入っていた。 

そこには2016年に開催された会議の情報が記載されており、私も数年以内にこの学会で何らかの

発表を行いたいと思う。振り返ってみると、国際会議で自分の研究を発表したのは、2016年に横浜

で開催された国際心理学会議のみであり、それ以降は特に何も発表をしてこなかった。自分の研

究を深めるためにも、そして、それを形として表現するためにも、今後はより積極的に国際会議の場

で発表をしていく必要があるだろう。 

しかし、そうした場で発表するにふさわしい知見が、自分の中で依然として圧倒的に欠落している

のも知っている。焦ることなく、確実に日々の仕事を通じて、知識の体系を構築し、それを形にして

いくことを継続させたいと思う。 

第二弾の書籍に関して、完成した原稿を出版社に送ったため、そちらの仕事もひと段落したと言え

る。そのため、ここからは研究活動に本腰を入れていきたいと思う。まずは、現在執筆中の修士論

文を早めに完成させることだろう。この論文の提出期限は、六月末であるが、遅くとも三月中にはほ

ぼ完成形に持っていきたいと思っている。実際には、七日もあれば全て必要な項目を書き切ること

ができるという確信を先日得たのであるが、提出にふさわしい形にするのは、三月半ばをめどに設

定しておこうと思う。 

このように修士論文の完成を早めようとしているのは、そもそもこの論文を起点にし、査読付き論文

を執筆していくという意図と大いに関係している。つまり、私はフローニンゲン大学に到着する前か

ら、この論文のテーマを決め、データをすでに取得し、最初からこの論文を査読付き論文に展開し

ていくための原材料にしようと考えていたのである。 

幸いにも、論文アドバイザーのクネン先生から、仮に査読付き論文を執筆するのであれば、セカン

ドオーサーになってくださるという話をいただいていたので、是非ともこの修士論文を早めに書き上

げ、そこから査読付き論文を今年中に少なくても一、二本執筆したいと思う。また、非線形ダイナミク

スの手法に造詣の深いラルフ・コックス先生にも先日メールを送り、非線形ダイナミクスの手法を活
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用する際に相談に乗っていただけることになった。コックス先生にもセカンドオーサーになっていた

だきながら、可能であれば今回参加する学会のジャーナルにも論文を寄稿したいと思う。 

今年は、書くことの実践と修練をより強く自らに課す年にしたい。書くことの衝動が抑えられず、それ

でいてまだその衝動を解放させることができていないもどかしさがあるが、そうしたもどかしさを抱え

る時期というのも必要なのだろう。2017/1/25 

686. 劣等感と小さな自己 

いつも私の未成熟さを教えてくれるのは、自分の小さな自己の存在である。今日もそれを象徴する

ような出来事があった。今日、大学のメインキャンパスで開催された、とあるワークショップに参加し

た時、自分の思考速度の鈍重さと知識の欠落ぶりに辟易させられた。より正直な気持ちを吐露する

のであれば、自分の知性の無さに劣等感を覚えたのである。 

私は時折、自分の知性に対してある種強烈な劣等感を覚えることがある。これは他者と比較して生

み出されたものでは決してなく、自分の内側にある何らかの基準に照らし合わせて生み出される類

の劣等感である。以前より、私はどうして自分の思考速度が鈍重であると思おうとしているのか、知

識が欠乏していると思おうとしているのかについて気になっていた。確かに、客観的に見ても、それ

らは正しいのかもしれない。 

だが、私はそうした外側からの客観的な評価ではなく、内側からの主観的な評価によって生み出さ

れる劣等感に着目をしていた。ここ最近、こうした劣等感を覚えるたびに、つくづく自分の内側の未

成熟さを感じさせられている。なぜなら、こうした劣等感を覚えさせるのは、他でもなく小さな自己が

依然として自分の中で大きな位置を占めているからである。意識の発達に関する原理に従えば、

私たちの発達は、小さな自己の縮小過程なのだ。 

そのため、小さな自己が内側で大きな位置を占めているというのは、自己の発達が未熟であること

の証拠に他ならず、逆に、小さな自己が内側で小さな一点しか占めていないのであれば、それは

自己の発達が成熟していることの証拠に他ならない。そのように考えてみた結果、私の自己は依然

として未熟なのだと思う。それ以上に、自分の知性に劣等感を覚えるというのも、随分と次元の低い

悩みであり、そうした問題について悩めるだけの自己の成熟さしかないことを物語っている。 
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それと同時に、こうした劣等感を覚えて安堵する自分がいるのも確かである。なぜなら、この種の劣

等感は、私が自分の内側で知識と経験の体系を構築することに不可欠なものであり、そうした劣等

感が自分を後押ししてくれているような気さえするからである。さらには、こうした劣等感を覚える時、

小さな自己がまだ自分の中に存在してくれているのだと実感するからである。この点についてはもう

少し説明がいるだろう。 

先ほど述べたように、基本的には、小さな自己の縮小過程が意識の成熟プロセスなのは確かであ

る。そうであれば本来は、小さな自己が縮小していくことを歓迎するべきだろう。だが、私の中には、

小さな自己の縮小を手放しに喜べない自分がいるのだ。なぜなら、時に小さな自己は、自分が一

人の人間として確かに存在・実在していることを感じさせてくれる拠り所のようなものだからである。 

仮に、私は小さな自己を極小の点にまで縮小させ、自分が大我と一体になった時、自分を人間だ

と見なせるのかどうか、あるいは、人間らしさを感じながら日々を生きることができるのかどうかにつ

いて、非常に疑問に思っているのだ。これらのことからも、自分にとって、現在感じている劣等感は

まだ必要なものであり、小さな自己の存在も、自分が人間としてこの世で生きていることを実感する

ために不可欠なのである。そのため、内面が成熟を極めるなどというのは、想像もつかないほど遥

か先の現象だと言える。2017/1/25 

 【追記】 

ここで述べていることの大半は今でも当てはまるが、あえてそうした劣等感なるものをここ最近は意

識することはなくなった。むしろ、自分の無知性を理解することは極めて健全なことであり、それをあ

えて劣等感という括りに包摂する必要はないと考えている。この日記を読み返してみて、少しわかり

にく表現になっていたのは、大きな自我が縮小していくことが発達プロセスなのであり、小さな自己

が縮小していくことが発達プロセスなのではないということだ。おそらくこの日記を書いた時の私は、

「矮小な自己＝巨大な自我」が縮小していく過程が発達の肝なのだと言いたかったのだろう。そうで

あれば正しい。フローニンゲン：2018/4/12（木）10:33 
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687. 対話の成立へ向けて 

将棋の棋士が対局後に感想戦を行うように、気づけば私も日々の生活の中で常に感想戦を行うよ

うになっている。正直なところ、日々の出来事を振り返ろうと意識しているわけでないのだが、もはや

振り返らざるをえない状況に自分が常に立たされているのを感じる。 

言い換えると、日々の振り返りは必然的なものであり、それを行わなければ、たちまち自分が袋小

路に迷い込んでしまうかのような緊迫感があるのである。世間の風潮として、振り返りが奨励されて

いるが、私はもはや振り返りに対して特別の見返りを期待しているわけではなく、それをしなければ

前に進んでいけない状況に追い込まれているがゆえに、毎日を振り返っているのだと思う。 

確かに、振り返りを前に進むための必然的な営みとして捉えている点で、完全に無私から生まれた

行為だとは言えないかもしれないが、日々の振り返りは少しばかり無私から生まれた行為に近づき

つつある。まさに私が真に望むことは、日々の活動や行為の全てが無私から生まれ出てくることで

ある。ここに到達することができれば、今感じている諸々の足かせを取り払い、より自由な狂気さの

中で日々の仕事に打ち込むことができるだろう。 

自分の探究や仕事を無私から生み出していくまでに、後何年の月日を要するのかはわからない。

だが、何年かかったとしても、そこに到達する必要性が強くあると思う。そこに到達して初めて、自分

の仕事が真に自分の仕事になるのだと思う。そのような思いから、今日の出来事を少し振り返って

いた。振り返りの中で、今日は、対話には作法があり、礼儀があるということを実感させられるような

一日であった。 

対話の作法に関しては、その射程が広く、未だ自分の中でもその中身が固まっていない。しかし、

対話の礼儀に関して、そもそも相手と実りある対話をするためには、こちら側にある程度の知識と経

験がなければならないと思うのだ。そもそも、こちら側に相応の知識と経験が欠落している場合、そ

れは実りある対話に繋がらないばかりか、相手に対して失礼であり、同時に、相手からの単なる知

識や経験の伝授にとどまってしまうと思うのだ。 

二人の人間の中で、双方向的な知識と経験の共有が行われるためには、こちら側にふさわしい知

識と経験がなければならない、と実感するような体験をした一日であった。要するに、自分の勉強
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不足を痛感するような日であったということだ。この経験によって、私は特定の人とは対話ができる

が、依然として多くの人とは対話ができないのだという事実を突きつけられた気がした。多様な他者

と対話を成立させることは非常に難しく、それを可能にするためには、さらなる鍛錬と精進を自分に

課していく必要があるだろう。2017/1/25 

  【追記】 

この頃から少しずつ、自分の振り返りが実は自分個人の中にとどまらないものに変容しうるということ

を理解し始めているように思う。確かに、私は自分の日々を毎日振り返っているが、これが社会性を

帯びた営みに変容することの可能性を見て取っているのだ。もちろん、そうした次元には全く至って

いないが、それが十分に可能であるということを強く理解し始めているということは救いであり、何よ

りも日々を生きる喜びにつながっている。フローニンゲン：2018/4/12（木）10:38 

688. 深まる孤独さと幸福への道 

昨日に引き続き、今朝もとりとめもないことを考えていた。早朝の仕事に取り掛かる前に、ここ最近は

必ず昨日の振り返りから生まれた考えを書き留めるようになっている。昨日書き留めることができな

かったのは、孤独感についてである。孤独というのは、自分が向き合っている一つの大きなテーマ

であることに違いはないが、これはこの言葉が醸し出す雰囲気と意味に囚われず、本当に自分が

感じている感覚に最も近い意味でそれを記述していくことがなかなか難しい。  

これまで何度も孤独について言葉を紡ぎだそうとしてきたが、どうもその核心部分に迫れていない

気がしてしょうがない。年末年始の日本への一時帰国からオランダに戻ってきて以降、孤独感は深

まる一方である。ここで言っている孤独感とは、人との接触を希求する感情を単に意味しない。他

人との接触を極力控えるようになったのは今になって始まったことではなく、もう10年以上もそのよう

な状態が続いている。  

そのため、人と会話をすることや誰かが物理的に近くにいるかどうかが、孤独の基準になることはな

い。一つ難しい問題は、今の自分が抱えている孤独さの対象である。私は、一体何に対して孤独を

感じているのかということが依然として釈然としないのだ。そのような思いを言葉にしてみると、一つ

思い当たる節があることに気づいた。  
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孤独さの対象は、高い精神性なのかもしれないと思ったのだ。あるいは、真・善・美の追求から生ま

れた極地だと言えるかもしれない。つまり、自分が現在抱えている孤独さとは、高い精神性と自分と

の距離であり、真・善・美の追求から生まれた極地と自分との距離なのではないか、と思ったのだ。  

それらの距離が依然として埋めることのできないほどの開きがあるゆえに、私は絵も言わぬ孤独さ

を日々抱えて生きているのかもしれない。そうした気づきとともに、こうした孤独さこそが、自分の精

神を高く豊かなものに導いていくと思うのである。深い孤独さの中で毎日を生きれることは、とても有

り難いことなのかもしれない。自分の精神を高く豊かなものに導いていく孤独さを感じながら毎日を

過ごせることは、とても有り難いことにちがいない。  

それゆえに、深い孤独さを通じて日々を形作れることに感謝をし、今日も自分の仕事に打ち込みた

いと思う。今の自分にできることは、それしかないのだから。そうした決意にも似た思いとともに、い

つもと同じように、早朝にヨギティーを一日分作っていると、ティーバッグのタグに記載された言葉に

少しばかり心を洗われたような気持ちになった。  

そこには、“There is no way to happiness. Happiness is the way.” という言葉が記載されていた。「幸

福へ至る道というものは存在せず、幸福というものは道にほかならない」というような意味だろう。日

ごとに深まりを増す今の孤独さを乗り越えようとするような方法を探すのではなく、深海へ向かうよう

な孤独さも自分が通るべき道にほかならないのだろう。そのような思いとともに、今日も前へ進みた

いと思う。それが自分にとっての幸福さであり、自分の道なのだと思う。2017/1/26  

689. 研究に関する新たな閃き 

今日の午前中は、昨日読みかけていた二つの論文に目を通していた。どちらもともに、動的なシス

テムを分析する手法である「再帰定量化解析（RQA）」に関するものである。それらの論文を読み終

え、修士論文の執筆に取り掛かっていた。書籍の執筆に比べて、論文の執筆は、本当に彫刻を掘

るような速度でゆっくりと進んでいく。 

無事に研究手順のセクションを書き終えたところで、気分転換にランニングに出かけた。明日は親

知らずを抜く日であり、抜歯当日のみならず、その後数日間は安静にしておこうと思っていたため、

今日中に体を存分に動かしておきたいと一週間前から目論んでいた。 
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今日は天気に恵まれたので、当初の計画通り、近くのサイクリングロードを走った。軽快にランニン

グを進めていると、道の脇に何人かの通行人が携帯のカメラモードをオンにしてたたずんでいること

に気づいた。すると間もなく、後方から激しい音が聞こえてきた。振り返ると、河川の上を氷を粉砕し

ながら進む船の姿が視界に入った。 

どうやら、この通行人たちは、勇ましく河川の氷を砕きながら進む船の姿を写真に収めるつもりのよ

うであった。正直なところ、その光景は果たして写真に収めるほどのものなのか私は疑問に思って

いた。また、通行人は現地の人間であるように思われ、彼らにとっては、そうした光景は毎冬見られ

るものなのではないか、というような考えがよぎった。だが、健気にそうした光景を写真に収めようと

する彼らの姿をもう一度思い出すと、自然と笑みがこぼれた。 

午後からは、先日非線形ダイナミクスの学会から送られてきたニュースレターに目を通していた。

ニュースレターには、前回の学術会議のプレゼン内容がコンパクトにまとまっており、どのような内

容の会議であったのかを掴むのに有益であった。それにしても、非線形ダイナミクスの研究手法は

やはり様々な領域に活用されているのだな、と思わずにはいられなかった。 

仮眠を20分ほど取った後、再び自分の研究に取り組んでいた。クネン先生との次回のミーティング

までにやるべきことがもう一つ残っていたからである。それは、オンライン学習における教師と生徒

の行動を概念カテゴリーで分類し、7×8のマトリクスを作ったものに対して、何らかの基準を設けて

定量化するというものである。 

行動分類のマトリクスは少し前に納得のいくものが完成していたのだが、前回のミーティングでクネ

ン先生から、それらの行動を何らかの基準を設けて、序列をつけてみたらどうか、という提案を受け

た。つまり、カテゴリーデータに対して、名義尺度ではなく、順序尺度を設けてみたらどうか、という

提案を受けたのだ。 

先生がそのような提案をしたのはおそらく、私が教師と生徒の行動の間に起こるシンクロナイゼーショ

ンに関心を持っていたためだろう。確かに、教師と生徒の行動に対して、何らかの基準を設けて序

列化ができれば、定量化された二つの行動のレベルを比較し、シンクロナイゼーションを検出する

ことが可能になるだろう。しかし、頭をいくらひねってみても、行動分類のマトリクスをさらに何らかの
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基準で序列化することは難航を極めた。そこからふと、概念カテゴリーを序列化しなくても、シンクロ

ナイゼーションを検証することは可能であると閃いた。 

具体的には、7×8の行動を序列化することなく、名義尺度のまま単純に数字を割り振ることによっ

て、二つの時系列データを作り、それに「交差再帰定量化解析（CRQA）」を適用すれば、二つの時

系列データがどの程度シンクロナイゼーションしているのかを検証することが可能であると閃いたの

である。 

交差再帰定量化解析は、私が最近特に注目をしていた解析手法であり、これは二つのシステムの

依存度合い、つまりシンクロナイゼーションの度合いを調査することに最適な手法である。このアプ

ローチを閃いた後、交差再帰定量化解析が適用できるようにデータを加工したところで手を止めた。

近日中に、Rを用いて実際に交差再帰定量化解析を適用し、シンクロナイゼーションの度合いを検

証することが楽しみである。2017/1/26 

690. アインシュタインに関する記事より 

今日はいつもより30分ほど早く起床した。起床直後、朝の習慣的な実践を行い、その後にアインシュ

タインの創造性に関する簡単な記事に目を通していた。  

先日からしばらく、連想的な思考について気になっていたため、アインシュタインが述べていた「組

み合わせ思考」という言葉に共感するものがあった。アインシュタインは音楽をこよなく愛し、実際に

ピアノやヴァイオリンを演奏していたらしい。科学的な探究の合間合間に音楽の演奏を挟むことに

よって、一見関係のないように思える科学世界と音楽世界を架橋するようなことを行っていたのだろ

う。そうした組み合わせは、アインシュタインの独創的な発想の種になっていたのだと思った。  

記事を読んでいると、アインシュタインの思考様式は、自身が述べているように、やはり合理的な思

考形態に依拠するのではなく、イメージとして思考を進めるような思考形態——米国の思想家ケン・

ウィルバーが提唱した思考形態「ヴィジョンロジック」——を活用していたことがわかる。  

まさにイメージとして思考を躍動させていくという特徴を持っていたがゆえに、アインシュタインは音

楽のみならず、絵画作品もこよなく愛していたようであった。自分自身の日々の生活を振り返ってみ
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たときに、書斎の中では常に音楽と絵画に囲まれて仕事をしているため、アインシュタインが述べて

いるようなことが体験的に分かる気がした。  

今の私が少しずつ開拓している能力というのは、もしかすると、形式的な言葉を超えて、一つの映

像として全体を把握するような思考のあり方なのではないかと思っていた。そのような関心事項があっ

たがゆえに、普段は朝から読まないであろう今回のような記事を熱心に読んでいたのだと思う。  

今日は午前中に、昨日の夕方に閃いた「交差再帰定量化解析（CRQA）」を自分の研究データに

適用してみたいと思う。「複雑性と人間発達」のコースで言及されていたように、この分析をプログラ

ミング言語のRを用いて行うことが可能であるとわかったので、今朝は試しに早速その分析を行って

みたい。  

その分析がひと段落ついたところで、「複雑性と人間発達」の最終試験に向けて、これまでの講義

内容を要約する作業に取り掛かりたい。今回は、テキストと必読論文を試験場に持ち込めるというこ

となのだが、試験中にそのような資料を調べる時間的余裕などほとんどないことが予想されるため、

それらの資料の重要箇所は全て頭に入れておきたいと思う。  

細かな知識は問われないということなので、最初の学習ステップは、各講義の主要論点を洗い出し、

それについて自分の言葉で説明できるように理解を深めていくことだろう。ダイナミックシステムアプ

ローチを正面から扱った今回のコースは、今後の自分の研究や実務に対して、非常に重要な役割

を果たすことになる。そのため、主要論点について理解を深めることができたら、自主的に細かな

知識も習得していくように、テキストと論文を丹念に読み込みたいと思う。この試験が終われば、い

よいよ第三学期に入る。2017/1/27  

 【追記】 

アインシュタインが楽器の演奏を愛していたのと同じように、気づけば作曲実践を毎日行っている

自分が今ここにいる。アインシュタインが科学研究の合間に楽器を演奏していたように、私も研究や

協働プロジェクトの合間に作曲実践を行っている。これは何らかの効果を期待して行っているような

ものでは決してなく、そうした形で全く異質の領域を越境しながら日々を送ることが当たり前のように

なっており、それが毎日を充実感と幸福感で満たされたものにしてくれているのだと思う。ここからは、

© YOHEI KATO 2018 !17



科学、哲学、音楽の世界を架橋するような取り組みを行い、それをこの社会への具体的な関与とし

て具現化させていきたいと強く思う。フローニンゲン：2018/4/12（木）10:50 

691. 交差再帰定量化解析と親知らずの抜歯 

今日は早朝より、研究に関して昨日閃いたアイデアを早速実行に移してみた。具体的には、オンラ

イン教室空間における教師と学習者の行動をカテゴリー分類し、定量化したものに対して、交差再

帰定量化解析（cross recurrence quantification analysis）を適用するというものである。交差再帰定

量化解析をプログラミング言語のRを用いて行えることを知っていたので、早速Rを立ち上げ、分析

に必要なパッケージをダウンロードした。インターネット上に参考になるプログラミングコードがいく

つか存在していることを発見したため、それらを参考に必要なコードを書いてみた。  

すると、それほど苦戦することなく、二つの時系列データに対して交差再帰定量化解析を適用する

ことができた。今回はある意味、試験的にRを用いて交差再帰定量化解析を行ったに過ぎず、分析

結果は後ほど丁寧に解釈したいと思う。分析結果の解釈のみならず、分析を適切に行うためのデー

タの加工の仕方がこれでよかったのかを確かめるために、非線形ダイナミクスを専門とするラルフ・

コックス教授のオフィスに近々足を運ぼうと思う。  

今回Rを用いて交差再帰定量化解析を行ってみて、もう一つ付け加えておく必要があるのは、論文

に掲載するためにより見栄えの良いプロット図を作成しなければならない、ということである。Rに最

初から備わっている “plot ( )”という関数を用いると、あまり綺麗なプロット図を描くことができない。 

そこで、 “ggplot2”というグラフィック専用のパッケージを以前にダウンロードしていたことを思い出し、

そちらを用いてコードを書いてみたのだが、うまくプロット図を作成することができなかった。表示さ

れたエラーメッセージを見ても、具体的にどこに問題があるのかすぐには特定できなかったため、ま

た後日この問題を解決したい。  

とりあえず、Rを用いて交差再帰定量化解析が無事に行えることがわかったというのが、今日の小さ

な進展だろう。そうこうしているうちに昼食の時間となった。昼食後、20分間の仮眠を取った後、いよ

いよ親知らずを抜きに歯医者に向かった。親知らずを抜く際の様子や抜歯後の食事などについて

あれこれ考えながら道を歩いていると、すぐに歯医者に到着した。  
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受付の人が指摘するように、思ったよりも早い時間に到着したので、待合室で持参した論文を読ん

でいた。差し迫る治療について不安に思っていたのだろうか、論文の内容がほとんど頭に入ってこ

なかった。この論文は、発達的な精神病理に対してダイナミックシステム理論を活用するものであり、

特に「状態空間分析」の手法を取り上げたものである。治療に対する不安を押しのけ、唯一、私が

面白いと思い、書き込みのコメントを残していたのは、ダイナミックシステムが持つ「多重安定性」と

いう特性であった。  

多重安定性とは、ダイナミックシステムが持つ状態空間の中で、いくつかのアトラクターが並存して

いるという特性である。この概念を用いれば、意識の重心の変動に関して、既存の発達理論ではう

まく説明できないことが説明可能になるだろうし、同様に、能力の変動に関してもより納得感のある

説明が可能になるだろうと思った。  

そのようなことを考えていると、私の名前が呼ばれ、治療室に入った。麻酔のおかげもあり、親知ら

ずを抜く際の痛みは全くなかった。また、抜歯後、既に麻酔が切れている時間帯になったが、特に

痛みなどはない。とりあえず、ホッと胸をなでおろした。今日の夕食を含め、少なくともこれから数日

間は、傷口を広げないように柔らかいものを意識して食べようと思う。2017/2/12  

692. 時の流れと時代の流れ 

親知らずの抜歯から一夜が明けた。昨夜において、麻酔が切れた後も痛みは全くなく、無事に抜

歯を終えることができた安堵からか、昨夜の夢は爽快感をもたらすものであった。やはりその日の精

神状態が、夢の種類と質に影響を及ぼすということを身をもって知る。  

心身を回復させる必要がいつも以上にあったためか、昨夜は十時前に就寝したにもかかわらず、

今朝は七時に起床した。起床後、歯の痛みもなく、今日も活動的な一日になると確信した。起床時

間が遅かったため、早朝のオランダ語の学習を終えたところで、辺りが明るくなっていることに気づ

いた。  

ふと書斎の窓の方向へ視線を向けると、フローニンゲンの空にかかった薄い雲が、朝日によって優

しい赤紫色に照らされていた。私は居ても立っても居られなくなり、窓枠を額に見立てて景色を眺
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めるのではなく、窓に近寄り、窓枠からその景色の中へ飛び込むかのように、その優しい赤紫色に

輝く大きな一筋の雲を眺めていた。  

このように、刻一刻と姿を変える景色を眺めていると、ゆったりとした時間感覚の中に浸ることがいか

に大切かを考えざるをえない。これは年末年始に一時帰国した際に感じたことだが、やはり都市部

と都市部以外の場所においては、流れている時間の感覚が全く違うのである。  

これは非常に個人的な見解であるが、都市部の時の流れはあまりにも早く、人間の成長や発達を

考えた場合に、そうした時間の流れは何かをゆっくりと育んでいくことには適していないと思うのだ。

時に、優しさを失った暴力的な時間が都市部に流れているとさえ感じることがある。もちろん、都市

部の中にも、随所に時間の流れが緩やかな場所が存在していることに気づくことがある。 

大事なのは、場所ごとに異なる時間の流れを察知することであり、そうしたゆったりとした時間の流

れる場所を都市部の中に残していくことであるような気がしている。さもなければ、暴力的かつ画一

的な時間の流れに汚染され、何かをゆっくりと育んでいくことはますます難しくなってしまうだろう。  

時の流れに触発され、時代の流れについてもとりとめもない考えが頭に浮かんでいた。現在の自分

が行っている仕事や今後自分が取り組む仕事と時代との関係について考えていたのだ。つまり、仕

事への取り組み方と時代との関係をどのように考えるかという問題である。端的に述べると、どうやら

私は、時代の流れに乗るのでもなく、時代の流れに逆行するのでもなく、時代そのものを超越した

形で仕事に向き合いたい、という思いを強く持っていることがわかった。  

時代というのは、とても大きな見えない力を持っており、時代に逆行しながら仕事を前に推し進めて

いくことはとても難しい。一方で、時代に乗りながら仕事に取り組む場合、それは快適さの中で仕事

を前にうまく進めていくことができるかもしれない。しかしながら、時代に乗りながら仕事に取り組む

場合、その速度があまりにも早いがゆえに、仕事の中で自分が真に深めたいことを深められないの

ではないか、という懸念があるのだ。ここから私は、時代そのものを超越した形で己の仕事に向き合

う必要を強く感じたのである。  
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それは時代に逆行することよりも、時代に乗ることよりも困難なことかもしれない。だが、今の私は時

代や時そのものを超越した形で生きることを強く望み、おそらく、そうした生き方しかできないひどく

不器用な人間なのだと思う。2017/1/28  

693. へその緒を切断して 

今日は午前中から朦朧さと玲瓏さが混じったような不思議な意識状態にあった。意識自体は鮮明

かつ透き通っているのだが、それが逆にぼんやりとした状態を生んでいるかのようであった。いずれ

にせよ、こうした朦朧さと玲瓏さが混じり合った不思議な感覚のおかげで、午前中の仕事は静かに

着実に進められていった。仕事を進めていく中で、ダイナミックシステムアプローチの専門書に目を

通していると、複雑な発達現象に迫っていく際には、大きく分けると、どうやら二つのアプローチが

存在することがわかった。  

今までは、これらのアプローチを大別することなく、どこが渾然一体となった形で理解していたように

思う。一つ目のアプローチは、スペクトラル解析やフラクタル尺度などの手法を用いて、発達プロセ

スの時系列データに現れる一時的な構造を定量化する、というものである。そして、もう一方のアプ

ローチは、アトラクター再構成手法や再帰定量化解析などによって、時系列データの変動性をもと

に、その変動性を生み出すシステムを定量化する、というものである。この分類のおかげで、自分が

研究で行っていることの意味と内容がより明瞭になったように思う。  

そのような気づきを得た後、再び先ほどの意識状態に強く引き戻されるような感覚があった。そして、

数日前に抱えていた孤独感は、どうやら日本と繋がっていたへその緒が切れた感覚と形容できるも

のだと気付いたのだ。これは非常に突飛な考えかもしれない。また、その妥当性は定かではないが、

数日前の孤独感は、精神的なへその緒が切れる感覚だったと呼べるようなものだと直感的に思っ

たのだ。  

文化的な呪縛を超え、文化の恩恵を真に受けるためには、母国と繋がっていたへその緒を切断す

る必要があったのだと思う。へその緒が切れた感覚の後、それは日本の集合的な精神性を乗り越

え、真に日本の精神性を抱擁しながら生きることがようやくこれから始まることを意味しているのだと

理解した。今朝の爽快感は、この感覚が生まれることの予兆だったのかもしれない。2017/1/28  

© YOHEI KATO 2018 !21



694. 集合的な麻酔 

日常、私はふとした時に、いかに自分の感覚が麻痺をしていたかということに気づかされることがあ

る。そうした気づきは特に、日々の何気ない現象に対する感動によってもたらされる。  

今朝、書斎の窓を開けた時、小さな鳥の鳴き声が聞こえてきた。吸い込まれるような静けさを持った

朝の時間帯に、その小鳥の鳴き声はとても存在感のある綺麗な音として私の身体に飛び込んでき

た。おそらく、この小鳥は今日だけではなく、ほぼ毎日同じ時間帯に同じ場所に来て、このように美

しい鳴き声を奏でているのだと思う。自分の存在を忘れてしまうようなこの鳴き声に耳を傾けながら、

こうした日々の何気ない現象に対して感動する気持ちを忘れたくはないと思った。  

感動を呼び起こすものは、私たちの身の回りの至る所に溢れているのだと思う。しかし、私たちは日々

の生活の中で、そうした現象に取り囲まれていても、感動することがなかなか難しいのはなぜなのか

について考えさせられていた。一つには、私たちの感覚がどこか麻痺しているからなのではないか

と思う。つまり、感動を生じさせる感覚の麻痺という事態が、私たちの中で見られるのではないだろう

かということだ。  

この問題は、感動に対してのみならず、他のあらゆる感覚についても状況を同じにしているように思

う。要するに、多くの現代人は、金銭感覚にせよ時間感覚にせよ、様々な感覚が麻痺してしまって

いるような気がしてならない。これはある種、集合的な病理だと思う。  

昨日、抜歯をする際に麻酔をかけられ、麻酔の性質とその歴史がとても気になっていた。帰宅後、

実際に麻酔の性質と麻酔の歴史について調べてみると新たな発見が色々とあった。しかし、今ここ

で問題としているのは、そうした表面的な知識から得られたことではない。痛みを感じなくさせる麻

酔と同様の見えない何かが、私たちに注入されているということに気づかなければならないというこ

とだ。  

それは物事に感動する私たちの心を麻痺させ、金銭の虜になっていることに対して私たちを無自

覚にさせ、ゆったりと流れる時間を真に味わう感覚を麻痺させるような作用を持っている。昨日の麻

酔の体験から得られたのは、麻酔がかかっている状態と麻酔が切れた状態の違いを真に把握する

ことの難しさであった。  
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担当の歯科医から、麻酔は2〜3時間で切れるという話を聞いていた。その情報をもとに、私は麻酔

がかかった状態から麻酔が切れた状態の移行過程をつぶさに観察することにした。しかし、一体い

つ麻酔が切れたのかわからなかったのだ。確かに、私は患部に痛みを与えないように安静にして

いたため、麻酔の効果が残っているのかを判断することは難しかったのだと思う。  

しかしながら、逆に考えると、私は自分が麻酔にかかっていても麻酔にかかっていないかのような錯

覚を持ちうるし、麻酔にかかっていなかったとしても麻酔にかかっているかのような錯覚を持ちうると

思ったのだ。そして、厄介なのは、身体的な感覚よりも、精神的な感覚の方が麻酔にかかりやすく、

さらには、麻酔にかかっているのかどうかに気づきにくいことだと思うのだ。私たちは、自分がどのよ

うな種類の麻酔にかかっているのかを真剣に見定めることが必要なのではないだろうか。  

書斎の窓から聞こえてきたその小鳥の鳴き声は、感動という感覚を麻痺させてはならなことを強く私

に自覚させ、それは優しさと美しさの中に、警鐘の音を多分に含んだものだった。2017/1/28  

695. 今日も明日も同じ道、違う道 

今日は午前中に引き続き、昼食後から夕方にかけて、「複雑性と人間発達」のコースの全講義内容

に関する振り返りを行っていた。この分野は現在の私の関心を最も強く引くものであるためか、時間

を忘れて講義資料の振り返りに没頭していた。振り返ってみると、このコースの受講前は、応用数学

に関する知識を十分に持ち合わせておらず、講義の中で取り上げられる概念をすぐさま理解でき

ない自分がいた。  

しかし、講義の進行に合わせて、取り上げられた一つ一つの概念を自分なりに掴んでいくために、

数学や物理の論文を読み込んでいくことによって、理解が徐々に深まり、気づかぬうちに、研究や

実務に活用できる段階にまで知識の活用度を高めることができたことを嬉しく思う。  

そうした振り返りの最中、ダイナミックシステムアプローチや非線形ダイナミクスの手法を中心とした

応用数学の理論と技法を活用すれば、発達現象がここまで解明できてしまうのかという驚きとともに、

応用数学の力の範疇を遥かに超え、それでも解明できないことが発達現象の中に依然として残り

続けていることに対して、思わず驚嘆の声を漏らした。前者の驚きに関して言えば、既存の発達心

理学の範囲に留まっていては、もはや発達現象の大部分を見逃すことになるという確信を持ってい
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る。皮肉なことに、発達心理学の枠組みに閉じた形で探究をしていては、結局のところ、発達現象

について多くのことを見落としてしまうことになる。  

そうした限界を乗り越えていく際に、ダイナミックシステムアプローチや非線形ダイナミクスの発想や

手法は極めて大きな意味を持つ。実際に、これまで私が関心を持っていながらも、それをうまく説明

する言葉が発達心理学の世界に存在していなかったり、関心を持った現象を研究するための手法

などが既存の発達心理学の領域には欠けていることが頻繁にあったのだ。それを補完する存在と

して、複雑性科学を中心とした、複雑かつ動的なシステムの挙動を捉える応用数学はとても有益で

ある。 

「複雑性と人間発達」のコースの中で学習した手法を用いて、自分の研究データを解析してみると、

これまで見えなかったことが可視化され、探究上の大きな喜びを得たのは疑いようのないことであっ

た。ダイナミックシステムアプローチや非線形ダイナミクスの領域が持つ深さを考えると、今後長らく

私は、この領域を地道に開拓していくのだと思う。しかし同時に、そうした探究を進めていても、それ

でもわからないことが人間の発達現象の中に無限に存在していることにも気づくのだ。  

私は本当に、終わりのない探究の道に足を踏み入れてしまったようである。ただし、それでもこの道

を歩かせようとする働きかけが私にもたらされていることも、疑いようのない真実なのである。だから

今日もその道を歩き、明日もその道を歩くのである。2017/1/28  

696. 幸福さの中心から 

抜歯から一日が過ぎ、今日から再び夕食が食べられるようになった。だが、抜歯した部分に触れな

いように、そっと優しく食べ物を噛む必要があった。そうした必要性のおかげで、私はいつも以上に

夕食を味わうことに集中できていたように思う。昨日の私は、普段通りの夕食など食べる気もせず、

良く熟れたアボカドを一つだけ食べた。 

今日の夕食は、ほぼ普段と同じものを食べることができた。ここで私は、食べ物を噛めるということの

有り難さを改めて思い知ることになった。そうなのだ。確かに、私は今日も食べることに関して、多大

な不自由さを感じていた。しかし、その不自由さが逆に、食べるということ、特に、噛むという一つの

動作の有り難さを浮き彫りにしたのである。 
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噛むことがままならなくなって初めて、噛むということが何だったのかを知る。そして、噛むということ

が何かを知って初めて、噛むことの有り難さを突きつけられたのである。私たちは何かを失ってみて、

初めてその有り難さに気づくと言われるが、まさにその通りである。しかしながら、私たちは、何かを

失う前に、その有り難さに気づきながら毎日を過ごすことができたら、一体どれほど幸福であろう

か。 

夕食前、浴槽に浸かっている時に考えていたことも、この話題と大いに関係している。私たちは、多

くの物を獲得し、それによって幸福を感じようとしているが、それは真の幸福へ辿り着くことを阻害し

ているように思えてならない。私の心の奥底にも、未だ物質的なものへの執着があることは確かで

ある。しかし、そうした執着から一刻も早く自分の自我を解放し、幸福を感じる真の道を歩まなけれ

ばならない、と自分に言い聞かせていた。 

こうした自分への言い聞かせは、折を見て自分の中で起こる現象である。それぐらいに私は、現世

的なものに対して依然として囚われているし、同時に、そこからの脱却を絶えず志しているのだと思

う。そのようなことを思いながら、今日という一日が、起床から就寝に向かう全ての過程において幸

福であったと実感した。このような幸福感を実感しながら毎日を生きることが、本当の意味で生きる

ということなのではないかと思う。 

また、幸福というものはそもそも獲得しようと思って獲得されるようなものでは決してないように思う。

そして、幸福というのはそれほど遠いところにあるのでもない。それはいつも私たちの近くにあるもの

であり、見出されることを常に待っているかのようなものなのだ。2017/1/28 

697.「あること」の奇跡 

夜、感涙にむせびそうになった。書見台に乗せられた一冊の書物を読みながら、書見台がここにあ

るということ、そしてその書物があるということ、そこから自分が今ここにあるのだということを考えた時、

抑えがたい感情が一挙に吹き上げてきた。本来、その書見台も書物も、そして私の存在すらもこの

世界に無かったはずのものたちである。だが、それらが今疑いようもなく、確かにこの世界にあるの

だ。 
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仮に奇跡というものが、無いはずのものがそこに存在するということを意味するのであれば、目の前

の書見台がそこにあるということも、一冊の書物がその上に置かれているということも、そして、私が

ここに存在しているということも、奇跡に他ならないのでは無いだろうか。そう考えると、今の私の視

界に入る全てのものが、この世界には元々無かったはずのものであり、それが確かに今自分の目

の前にあるということがとても奇跡的なことのように思えた。 

書斎に鳴り響くモーツァルトのピアノ曲も、机に置かれた眼鏡ケースも、携帯電話も、夜道を照らす

街灯も、レンガ造りの家々も、葉っぱのない冬の木々も、月も、それら一切がただあるということがど

れほど奇跡的なことなのだろうか。なぜ、自分はこのことにこれまで気づかなかったのだろうか。そ

れがただあるということだけで、それが奇跡的なことだということに。 

今日も自分はこの世界にあることができたのだということを知った時、それだけで心が一杯に満たさ

れた。そのような気持ちの中、私は、奇跡というものは、一切存在しないのだと思った。奇跡が存在

しないほどに、この世界は奇跡で満ち溢れているのだ。「あること」というこの極ありふれた事態は、

日常の私たちの感覚では捉えにくいものであるがゆえに、奇跡と呼ばれる現象が存在しているかの

ように私たちは錯覚してしまうのだろう。 

私たちはここで立ち止まり、自分の眼を見開く必要があるのではないだろうか。自分の眼を真に見

開いた時、あるということに満たされ尽くしたこの世界に無数の奇跡を見出し、小さな自己にしがみ

付いて何かを獲得することに奔走することが、非常に馬鹿げたものに思えてくるだろう。「あること」を

絶えず感じながら毎日を生きることは、とても尊いものであり、それはより深く、善く生きることにつな

がるものだと思うのだ。2017/1/28 

698. ポアンカレの回帰定理とターケンスの埋め込み定理 

年末年始の一時帰国の最中に、私の中で新たな経験の獲得が起きていたためか、フローニンゲン

に戻ってきてからしばらくは、自分の内側で何かを整理し、それを静かに咀嚼するような現象が起き

ていた。日本で得られた経験を咀嚼することが、自分の内側で静かに進行し、それが落ち着くまで

に幾分時間を要した。この街に戻ってきてから二週間が経った頃に、ようやく自分の中で、それらの
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経験がひとまず咀嚼されたのだと実感した。そうした実感が示すように、今の私の心境はとても穏や

かである。  

昨日、「複雑性と人間発達」のコースの振り返りを行っていた時に、ポアンカレの回帰定理とターケ

ンスの埋め込み定理は非常に面白いと改めて思った。ポアンカレの回帰定理とは、ダイナミックシ

ステムの挙動が初期値の近くに無限回戻ってくることを示すものである。ここで面白いと思ったのは、

ダイナミックシステムが初期値の「近く」に「無限回」戻ってくるという点である。決して初期値そのも

のに戻ってくるわけではなく、その近郊に戻ってくるのである。  

そして、そうした運動は不規則な周期で無限回繰り返されているのだ。人間の知性や能力を一つ

のダイナミックシステムに見立てた時、ポアンカレの回帰定理を用いると、知性や能力の発達に関

して様々な説明が考えられると思う。さらには、そこから研究のアイデアが複数湧き上がってくるよう

に思う。  

私は数学者ではないため、ポアンカレの回帰定理の厳密な意味をまだ把握していないが、どうやら

この定理は、外界から完全に独立した「孤立系」に関して当てはまるものらしい。つまり、外界とエネ

ルギーを交換しないようなシステムに対してこの定理が適用されるということである。私たちの知性

や能力は、間違いなく外界とエネルギー交換を行い、他の多様なシステムと相互作用しているた

め、人間の発達にポアンカレの回帰定理を単純に当てはめて考えを進めていくことは好ましくない

のかもしれない。  

ただし、私たちの知性や能力が発達していく際に、常に以前の状態に引き戻されるというある種の

退行現象が繰り返し見られることは確かだろう。それは以前の状態と全く同じではなく、以前の状態

に近い場所に繰り返し戻るという点において、さらにはその周期は不規則であるという点において、

ポアンカレの回帰定理が示唆することと重なるものがあるように思ったのだ。  

さらに、元フローニンゲン大学教授フローリス・ターケンスが名付け親となっている「ターケンスの埋

め込み定理」も大変示唆に富む。これは示唆に富むだけではなく、複雑なシステムを研究する際に

とても有益な定理だと改めて思った。現在の私の理解の範囲でターケンスの埋め込み定理を知性

発達と絡めて説明すると、基本的に、私たちの知性や能力は無数の変数を持つ動的システムであ
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る。つまり、無数の変数が相互に影響を与え合って、全体としての一つのシステムを形成している

のが私たちの知性や能力の特徴である。  

そこから、全体としてのシステムの特徴や動きを把握するためには、無数の変数の特徴や動きを考

慮しなければならない。しかしながら、そうしたことは基本的に不可能である。だが、ターケンスの埋

め込み定理を用いれば、それが可能になるのだ。つまり、全体を構成する一つの変数を抽出し、そ

こから数学的な操作——状態空間の再構成など——を施せば、複数の変数が織りなすシステム全体

の特性を復元できてしまうのだ。  

講義の中でこの定理の概要を始めて聞いた時、いまいちこの定理が持つ大きな意味に気づかなかっ

たのであるが、改めて考えるとこれは驚くに値する。例えば、全体としてのシステムが10次元を持っ

ていても、それを一つの変数から復元できてしまい、全体としてのシステムを構成する次元が不明

でも、結局のところ一つの変数から全体のシステムの特性を復元できてしまうのだ。  

これは、ダイナミックシステムが相互作用をする変数によって構成されているため、一つの変数の特

性が明らかになれば芋づる式に他の変数の特性が割り出されることと関係しているのだろう。このあ

たりの数学的な理論については、専門書や論文を通じて今後少しずつ理解を深めていきたい。い

ずれにせよ、ポアンカレの回帰定理にせよターケンスの埋め込み定理にせよ、複雑な発達現象を

研究する際にそれらは不可欠なものであると思う。2017/1/29  

699. 地上を仰ぎ見、働きかける者 

意識の発達が自己を超越するような極めて高度な段階に達した時、私たちは地上の素晴らしさや

残虐さのありのままの姿に眼を開かれるという。事物のありのままを見ることに関して、私は少々誤

解していたことにはたと気づかされた。いや、そもそも意識の発達プロセスの捉え方を誤解していた

ように思う。より厳密には、小さな自己が解体されていったその先の自己のあり方について、見落と

していたことがあったように思わされたのだ。  

私たちの自己は、常にその段階の自分を超克する形でさらなる段階に辿り着いていく、というのは

すでによく知られた考え方だと思う。つまり、私たちの自己は死を遂げることによって、新たな自己

に成るのである。このプロセスを辿ることが、意識の「高度化」であると発達心理学の世界では考え
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られている。だが、真に小さな自己が死に果てた末には、非常に逆説的なことが起こるように思うの

だ。  

小さな自己が死に果てた時、それは意識が極度に高度な段階に到達したことを示すものなのだが、

それはこの世の地面に着地する感覚に近いのではないか、という気がしている。あるいは、地面に

着地しながらこの世界を仰ぎ見る感覚と言ってもいいかもしれない。地上の素晴らしさや残虐性を

含め、事物のありのままの姿を真に受け止めるためには、決して天上から地上を見下ろすような傍

観者的な姿勢を保持していてはならないはずである。何にも増して、地上に足をつけながら、事物

のありのままを鷲掴みにするような姿勢が必要なはずである。  

意識が高度な段階に到達すれば、現象世界を俯瞰的に眺められるようになるのは確かだが、それ

はまだ自己の発達において道半ばの状態にすぎない。真に小さな自己が死を遂げる時、そこには

天上を見上げるのみならず、地上すらも見上げるような態度が生まれるはずである。そうであるがゆ

えに、真に自己を超越した者は、天上にも地上にも等しく全身全霊で関与しようとするのだろう。こ

の世の事物がありのままにそこに存在していることを知った時、この世界の素晴らしさや残虐性に

必ず眼が開かれるはずである。  

そこには、この世を仰ぎ見るという謙虚な姿勢が確かにある。それは、この世を見下ろす姿勢とは全

く別種のものである。仮に、事物のありのままの姿を歪曲させるような働きかけが存在しているにも

かかわらず、それすらもありのままとして受け入れるのは、どこか傍観者的な態度に思える。真に自

己を超越した者の眼には、ありのままとそうではないものの違いが見えるような気がしてならない。  

そして、決意とともに、事物のありのままを阻害する存在と対峙する行動に移ると思うのだ。小さな自

己が死を遂げ、真に自己を超越した者は、そのように世界を眺め、そしてそのように世界に働きか

けていくように思えて仕方ない。2017/1/29  

 【追記】 

これはこの世界に対する関与の本質的な側面について述べているように思う。興味深いのは、地

上界のみならず、天上界にも全身全霊で関与しようという意思を当時の私が持っていることが伺え

ることだ。天上界に関与していくというのはどういう意味なのだろうか。また、それはいかようにして可
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能なのだろうか。おそらく当時の自分は、天と地の区別がない一つの完全かつ平等な全体的世界

を捉えることができていたのかもしれない。フローニンゲン：2018/4/12（木）12:26 

700. 窓としての書物と運河を進む砕氷船 

書物とは、より広く深い世界を知る窓のような存在である。そのようなことを思わざるをえない気づき

を得た。 

ある書籍や論文をひとたび読み終えた時、もはや自分が読む前の自分とは違う世界にいるような感

覚になったことはないだろうか。そこまで大げさなものでなくても、ある書籍や論文を読み終えた後

に、見える景色が以前とは少し違うような感覚を持ったことはないだろうか。そのような感覚を逃さず

捉えた時、私には、書籍や論文といったものたちが、より広く深い世界を知るための窓のような存在

に思えてきたのである。今日も昨日と同様に、私は様々な書籍や論文に触れた。 

昨日と今日も活字世界の中に参入するという行為は全く同じであるはずなのに、昨日見えなかった

景色が、今この瞬間に見えるようになっていることが不思議で仕方ないのだ。まさにそれを可能にし

てくれているのが、多様な活字世界を形作る書物なのだと知る。 

今日読んだ書物は、昨日私の目には映らなかった景色を浮き彫りにしてくれる。それはまるで、昨

日の私の内側で凍りついていた何かを溶かすかのような、あるいは、そうした凍てつく何かを静かに

打ち壊し、新しい世界の景色をそっと私に差し出してくれるかのようである。 

書物は、自分が未だ知らない広く深い世界を覗かせてくれる窓であり、同時に、その新たな世界に

私たちを導いてくれるための窓なのだと思う。その窓の外から新たな景色を眺めるのではなく、窓か

ら見えた景色に自分の足を踏み入れるからこそ、その世界から戻ってきた時に、それまでの自分が

見ていた景色とは違う何かが見え始めるのだ。そうではないだろうか。 

書物をそのように捉えた瞬間、私は先週末に見た、凍てつく運河を進む船を眺める人たちの隠され

た想いにはたと気づかされた。あの時、私が見た船は単なる船ではなく、砕氷船と呼ばれるものな
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のだ。砕氷船とは、文字通り、水面の氷を砕くことを目的にした船である。砕氷船がゆっくり進行す

る様子を、サイクリングロードの傍からじっと眺めている人々の姿が今も私の目に焼き付いている。 

あの場で砕氷船を眺めていた人々の隠された真意は、どこか日常生活の中で凝り固まった心を打

ち壊し、新たな気持ちでそこから生活を始めたいと願うようなものだったのではないかと思った。あ

の時の私は、砕氷船が進む姿に何の意味も見い出すことができなかった。しかし、今の私はそのよ

うな意味を見出すことができる。 

私たちは常に、日々の生活を肯定しながらも、その生活をまた新たな視点や気持ちを通じて形作っ

ていきたいと密かに願っているのではないかと思う。だからこそ、氷を勇敢に打ち壊し、そこから新

たな表情を持った水面を浮かび上がらせる役割を担う砕氷船に対して、人々は何かしら感じるもの

があるのだ。そして、砕氷船と全く同じ役割を担ってくれるのが、より広く深く、そして新たな世界へ

私たちを誘ってくれる書物なのだと強く実感した。2017/1/29
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